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令和 3年 6月定例会  一般質問   大塚勝利議員  ＜6月 15日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

メンタルヘルス・ファーストエイドについて 

“コロナうつ”という言葉が生まれるなど、新型コ

ロナウイルスの感染拡大によって、心の不調を抱える

人が増加する中、うつ病対策の強化が求められていま

す。昨年 10 月、WHO 世界保健機関のテドロス事務

局長は、調査した世界 130 か国のうち 90％以上の国

で「新型コロナの影響により、精神医療の分野でメン

タルヘルスの取り組みが途絶えている、各国のリーダ

ーはメンタルヘルスケアに注力すべきだ」と警鐘を鳴らしています。 

厚労省によると、精神疾患を理由に医療機関にかかっている人は、新型コロ

ナの感染が確認されてからの数字はまだ公表されておらず、最新のデータであ

る 2017 年には症状で最も多い、うつ病 127 万人を含む 420 万人と、15年間

で1.6倍に急増、5人に1人が生涯に一度は精神疾患になると言われています。 

今回コロナ禍でさらにその増加が懸念される中、経済的な困窮のストレスの

影響などから、2020 年の自殺者数はリーマンショック直後の 2009 年以来 11

年ぶりに増加に転じ 2万人を超えています。 

一方で、我が国では精神疾患の受診率が未だ低い状況に留まっていると言わ

れています。日本では、精神疾患に対する誤解や思い込み、偏見が強い上、精

神科に対するネガティブなイメージから、精神疾患に罹患しながらも受診して

いない人が多数存在しており、回復する可能性に関するエビデンスが蓄積され

ている中で、受診率の向上が課題となっています。 

こうした中で厚労省が注目しているのが、発症前か発症後できるだけ早い時

期に治療や支援を行う「早期介入」です。家族や友人などの身近な人が行える
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「メンタルヘルス・ファーストエイド」（MHFA）といわれる支援策について、

私たち公明党県議団は、先日、九州大学病院 加藤隆弘先生を訪ねました。 

メンタルヘルス・ファーストエイドは、心の病に対する「応急処置」や「初

期対応」のことで、一般市民を対象としたメンタルヘルスに関する知識や初期

対応法を学ぶプログラムであり、うつ病などの精神疾患を抱える身近な人を、

専門家ではない一般の人が専門家へつなげることを目的としています。 

私たちは身近な人がうつ病の疑いや自殺の危険性があった場合、支援したい

と思っても、どう声をかけて支援すればいいのか知識がなく、支援に至らない

ことが多いのではないでしょうか。 

メンタルヘルス・ファーストエイドは 5つのアクションプランからなり、①

声をかけ、（リ）リスクを評価する ②決めつけず、批判せずに（は）話を聞

く ③（あ）安心につながる支援と情報を提供する ④専門家の（サ）サポー

トを勧める ⑤自分でできる対処法（ル）（セルフヘルプ）を勧める、の５つ

の行動計画を学びます。キーワードの頭文字から「りはあさる（リハーサル）」

と覚えられます。 

そのうえでイエローサインを発している友人に、どのように接するかのロー

ルプレイ演習を行ないます。私たちも実際に演習を体験しました。具体的に内

容をお伝えすると「よく眠れているか」「何か困っていないか」など積極的な

声掛けをし、自殺の意思などを確認する。相手の話を傾聴する。適切な治療を

行えば良くなるとの情報を与え、医療機関への受診を促すなど、声のかけ方、

声をかけた後の接し方の演習を繰りかえすことで、専門家の支援につなげる対

処法を習得することができます。 

メンタルヘルス・ファーストエイドを学ぶことで、うつ病などの精神疾患や

メンタルヘルスに関する正しい理解を深め、具体的な支援行動によって、うつ

病の早期の気づき、早期対応につなげることができるようになります。 

メンタルヘルス・ファーストエイドは、2000 年にオーストラリアで開発さ

れ、近年、アメリカやイギリスでも国家プロジェクトとして教育現場などに取

り入れられています。日本でも、東日本大震災における被災者支援やひきこも

り対策など、心の健康に関するさまざまな場面で活用されています。 

自殺のサインに気付き、適切な対応を図る「ゲートキーパー」もその一つで、

NPO 法人ゲートキーパー支援センターの竹内志津香理事長は、支援の現場に
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おいてメンタルヘルス・ファーストエイドは必要不可欠なものだとして、「身

近な人が悩んでいても、（メンタルヘルス・ファーストエイドの）スキルや知

識を学んでいない人は、適切な支援ができていない」と指摘しています。 

九州大学病院の加藤先生は、自殺予防に関してはメンタルヘルス・ファース

トエイドの活用がはじまり、保健師や民生委員など、特定の職種や分野では活

用が進んでいるものの、今まさにこころの早期支援が求められており、一般の

方のこころの不調やひきこもり支援など社会への浸透をはかるべきだと言わ

れています。 

メンタルヘルス・ファーストエイドが日本全体に広まることで、国民全体の

メンタルヘルスが向上することを願うものです。 

そこで 4点、知事に質問します。 

まず、新型コロナが長期化する中、本県の精神保健福祉センターや保健所に

寄せられる相談件数や相談内容の状況はどのようになっているのか。このこと

を踏まえ、知事はメンタルヘルスの問題についてどのように認識されているの

か、お伺いします。 

次に、メンタルヘルス・ファーストエイドの普及啓発について伺います。本

県では重要課題である自殺対策事業としてゲートキーパーの養成に取り組ま

れています。この養成研修に、メンタルヘルス・ファーストエイドのプログラ

ムが活用されていると聞いていますが、その理由は何かお答えください。あわ

せて本県におけるこれまでの養成者数と、どのような職種の方を対象に養成し

たのかお答え下さい。 

コロナ禍にあって、様々な問題を抱えて悩み、うつ状態などのメンタル不調

に陥っている人が増加しています。人と人との社会的な接触が限られた状況で

は、悩みを抱える人に気づかず必要な支援が届きにくいという問題もある為、

こうした方々が自殺に追い込まれることがないよう、「気づき」、「声をかけ」、

「話を聞いて」、「必要なところにつなげる」というメンタルヘルス・ファー

ストエイドの対応方法を身につけたゲートキーパーをもっと増やしていく必

要があります。また、こうしたゲートキーパーを指導できる人材も必要です。

今後、指導者を育成・登録するなど、ゲートキーパーの養成にどのように取り

組むのか、知事の所見を求めます。 

次に本県ではメンタルヘルス・ファーストエイドについて自殺対策で活用さ
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れていますが、災害の被災者支援や企業でのメンタルヘルス研修、ひきこもり

家族への支援においても活用が始まっています。特にひきこもりは近年の調査

で少なくとも全国で 110万人存在するとされ、喫緊の課題となっています。ひ

きこもり状態にある方は自分から支援を求めることが少なく、唯一接する家族

への支援が重要です。メンタルヘルス・ファーストエイドに取り組む研究者チ

ームは「家族向けプログラム」を開発、九州大学でプログラムを実施したとこ

ろ、ひきこもり状態にある方に関わるスキルが向上、さらにプログラム受講後

6ヶ月で、ひきこもり状態にある方のうち約 2割が支援につながり、その中か

ら、就職活動を開始した成果をあげられています。自殺対策以外で被災者支援

や企業など様々な領域でのプログラムが普及する中で、本県として、メンタル

ヘルス・ファーストエイド研究に取り組む大学等と連携して、ひきこもりの家

族支援にメンタルヘルス・ファーストエイドのプログラムを活用されては如何

ですか。知事の所見を求めます。 

次に、メンタルヘルスに関する非接触型の相談体制についてです。コロナ禍

において感染リスクから人との接触を控えざるを得ない状況において、非接触

型の相談システムを構築するため、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究

センターは国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）と共同で開発し

た心の健康度を人工知能 AIで判定するシステム「KOKOROBO（こころぼ）」

を本年 4月に公開しました。同システムはメンタルヘルスで不調を抱えた人を

専用ウェブサイトによるセルフチェックで見つけ出し、専門家による適切な相

談や治療につなげることを目的としています。具体的には、①セルフチェック

機能の活用で、自分の「気づき」につながること。②オンライン相談は、現在

一部の限定地域（小平市、所沢市など 8地域）での利用となっていますが、そ

れ以外の機能は全国で利用可能で、特にアプリを使ったストレスケアは AIに

よる認知行動療法に基づくアドバイスを受けられ有効であること。③厚生労働

省推奨の資料が豊富で、正しい知識を学ぶことができる等、今までにないウェ

ブサイトとなっています。KOKOROBOを全国で活用することで、実際の相

談やその解答を人工知能（ＡＩ）に学習、分析させることで精度向上が期待で

きます。 

本県は同システム「KOKOROBO」をどのように評価されているのか、本県

でも県ホームページや SNS から同システムのサイトへリンクできるようにす
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るなど普及・活用に取り組まれては如何ですか。 

コロナ禍で、心の不調を訴える方にその方の状況に合わせた SNS、電話、

対面など相談の選択肢を整備することは重要です。現在本県ではメンタルヘル

スについて SNSやオンラインによる相談支援は行われているのか、SNS等の

非接触型の相談体制を強化すべきと考えますが知事の所見を求めます。 

次に高校の保健体育で精神疾患を学ぶ授業について教育長に伺います。 

高校の新学習指導要領で精神疾患についての学習が約 40 年ぶりに復活し、

2022 年度から使用される保健体育の教科書には「精神疾患の予防と回復」の

項目が盛り込まれました。 

まず、県教委として、精神疾患を学ぶ授業では何を教えるのか。担当教員は

メンタルヘルス・ファーストエイドを受講し、授業の中で、正しい知識と行動

を生徒同士で学び合う演習を取り入れては如何ですか。教育長の見解を求めま

す。 

昨年は小中高生の自殺が過去最多となり、新型コロナウイルスの影響による

心の不調も懸念されるところです。うつ病など、精神疾患の正しい知識の伝達

にとどまっては苦しむ子どもを助けられません。 

新型コロナが長期化する中で、高校だけでなく、心の不調を抱える児童生徒

が増えることが危惧される中、県教委として、どのように取り組まれているの

か教育長に伺います。 

 

【服部知事の答弁】 

⑴ コロナ禍におけるメンタルヘルスについて 

県の精神保健福祉センター及び保健所で実施している「心の健康相談」の件

数は、昨年度 2万 4,507件で、一昨年度の 2万 323件から 20.6%増加していま

す。 

相談内容は、うつ病などの精神疾患に関することが約 8割を占め、一昨年度

と比べて 32.3%増加しています。 

このことから、コロナ禍で、感染への不安や、家族、友人等に会う機会が減

っていること、さらには雇用環境の悪化による経済的困窮などにより、メンタ

ルヘルスに与える影響が大きく、精神面の不調を感じている方が増えているの

ではないかと考えています。 
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⑵ メンタルヘルス・ファーストエイドを取り入れたゲートキーパーの養成

について 

ゲートキーパーは、悩んでいる人に早く気づき、声をかけ、話を聞いて、必

要な支援につなげる役割を担っています。 

このため、県では、平成 22 年度から実施しているゲートキーパー養成研修

において、適切な初期支援を行う「メンタルヘルス・ファーストエイド」を、

取り入れています。 

これまでに、約 3 万 2, 000 人のゲートキーパーを養成しており、主な受講

者は、民生委員や教職員、福祉介護職員、市町村職員となっています。 

平成 28 年度の自殺対策基本法の改正に基づく、市町村の定める自殺対策計

画においては、基本的な施策として、ゲートキーパーの養成が求められていま

す。 

このことから、県では、市町村が実施するゲートキーパー養成研修の講師と

なる人材を育成するため、今年度から新たに、保健師や精神保健福祉士などを

対象とした講習会を開始したところです 

受講修了者を指導者名簿に登録し、市町村にゲートキーパーの養成研修の講

師として紹介することとしています。 

人と人との社会的な接触が限られたコロナ禍においてゲートキーパーの役

割は、ますます重要となっています。 

県としては、市町村と連携し、ゲートキーパーのさらなる養成に取り組んで

まいります。 

 

⑶ ひきこもりの家族支援におけるメンタルヘルス・ファーストエイドの活用 

ひきこもりは、本人が自ら支援を求めることが大変難しい状況にあることか

ら、家族に焦点をあてた支援が重要と考えています。 

このため、県の「ひきこもり地域支援センター」において、ひきこもりの方

の家族を対象にした家族教室や家族サロンで、正しい知識の学習や意見交換を

行い、不安や孤立感の軽減を図りながら、家族が本人に対して主体的に関わり

を持つことができるよう支援を行っています。 

九州大学が実施しているメンタルヘルス・ファーストエイドを活用したプロ
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グラムについては、必要に応じて、同センターからひきこもりのご家族に紹介

し、プログラムに参加できるよう大学につなげてまいります。 

 

⑷ 非接触型の相談体制について 

メンタルヘルスの非接触型の相談支援については、昨年度から、県の「ひき

こもり地域支援センター」において、オンラインによる相談を開始していると

ころです。 

議員紹介の「KOKOROBO(こころぼ)」は、コロナ禍でのメンタルヘルスを

サポートする非接触型の相談システムとして、国立精神・神経医療研究センタ

ーが開発し、今後、全国への実用化を想定して、国において事業の評価が行わ

れます。 

コロナ禍においては、感染への不安により、対面での相談を控える方が増え

ていることから、このような非接触型の相談システムは、一つの手法として意

義あるものだと思います。 

今後、相談者のニーズや現場の相談員の声を踏まえ、同システムの実用化に

向けた国の動向も研究しながら、本県の非接触型の相談体制の強化について検

討してまいります。 

 

【吉田教育長の答弁】 

⑴ 高等学校新学習指導要領に盛り込まれた「精神疾患の予防と回復」の 

学習内容について 

「精神疾患の予防と回復」の授業では、調和のとれた生活の実践や早期に心

身の不調に気づくことの重要性、治療や支援の早期開始により回復可能性が高

まること等について学ぶこととなっています。 

また、その授業に際しては、学習の効果を高めるため、グループワークやデ

ィスカッション等の活動を取り入れるよう指導しています。 

なお、メンタルヘルス・ファーストエイドにも示されている、傾聴すること

や寄り添うこと、専門機関へつなぐことなどの、精神疾患への適切な初期支援

の方法を教員が身に付けておくことが必要であることから、全公立高校を対象

とした保健体育科主任会において周知するとともに、関係する外部の研修会へ

の参加を促し、教員の対応力の向上に努めてまいります。 



 8 / 8 

 

 

⑵ 新型コロナウイルス感染症が長期化する中で心の不調を抱える児童 

生徒ヘの取り組みについて 

県教育委員会においては、学校が臨時休業中であった昨年 5月以降、アンケ

ートによる児童生徒の心身の状況の把握や、スクールカウンセラー等の専門ス

タッフと協働した組織的な対応の徹底を、繰り返し市町村教育委員会や学校に

働きかけてきました。 

また、児童生徒によっては、自分から心の不調を伝えることを苦手とする子

供も想定されることから、「心の SOS」を感じた際の相談の持ち掛け方などを

示したリーフレットを配布するとともに、教職員向けには、SOSのサインをキ

ャッチするための観察の視点や具体的な対応方法を示したリーフレットを配

布しています。 

未だに学校での生活や社会経済活動が制限される中、児童生徒が抱える不安

やストレスヘの対応は、引き続き重要であると考えます。このため、一人ひと

りの心に寄り添う組織的な対応により、心のケアが徹底されるよう取り組んで

まいります。 


